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特徴：割引・特典型の「にこにこ店」とお出か

け配慮型の「ほのぼの店」の 2 種類の協賛店を

募集し、ホームページ等で紹介している。 

「にこにこ店」で割引の受けられるクーポン券

は、小中学校や幼稚園、保育園等に配られるチ

ラシや県広報紙に掲載しているほか、協賛店舗

等店頭にも設置し、大量に配布している。HP か

らのダウンロードも可能。 

 岩手県と連携を行い、互いのシンボルマーク

を併記した広報や共同で協賛店舗等の開拓を行

っている。 

あおもり子育て応援わくわく店事業 
（青森県）開始時期：平成19年10月21日 
 
所管課：青森県健康福祉部こどもみらい課 

事務局：上記所管課／青森県子ども家庭支援センター 

予算額：4,000千円 
支出内訳 ：報償費 100/旅費 695/需要費 57/役務費 70/委託料
3,078（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー： 

「にこにこ店」と「ほのぼの店の二種類 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 「県民育児の日」「家庭の日」等の制定やイベント
による告示 

認知拡大のための取組 

 
日本公文教育研究会：「えほんだいすき！★よみきかせガイド」をプレゼント  
学習研究社：教育情報誌等をプレゼント 
ラグノオささき：ラグノオポイントカードのポイントを 2倍サービス 
あおもり信用金庫：金利上乗せ 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・487 店舗 

 ・147 社 

 ・ダウンロード 

 ・学校/園で配布 等 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの内容 

・カテゴリー 

・URL 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：事業開始時より青森県と連携した取組を

行っている。協賛店舗の種類も割引・特典型の

「にこにこ店」とお出かけ配慮型の「ほのぼの

店」の二種類。ただし青森県ではクーポン券を

配布しているのに対し、岩手県では目視等によ

る確認を行っており、カード・クーポン等は不

要。協賛店企業へは岩手銀行による融資利率優

遇のサポートなどがある。 

いわて子育て応援 
「i・ファミリーサービス事業」

（岩手県）開始時期：平成19年11月18日    
 
所管課：岩手県保健福祉部児童家庭課少子化担当 

事務局：上記所管課／いわて子育て応援「i・ファミリー
サービス事業」推進協議会事務局 

予算額：2,561千円 
支出内訳 ：報償費 80/旅費 64/需用費 2,314/食糧費 3/役務費
100（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー： 

「にこにこ店」と「ほのぼの店の二種類 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 金融機関（地方銀行）と連携した金利の優遇策 
• 子育て家庭などが利用しているような主要店舗、
チェーン店、飲食店等への文書等による参加協
力依頼 

• 県と民間企業との業務連携等に合わせた協賛店
拡大 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 

認知拡大のための取組 

 
㈱岩手銀行：金利優遇（いわぎん定期積金「子育て応援歌」・学費ローン「卒業後払い」） 

㈱薬王堂：おむつ替えコーナー設置、ベビーカーのまま入店可 

NTT ドコモ東北岩手支店：キッズコーナー完備、来店のお子様に「あめつかみ取り」サービス 

岩手トヨペット㈱：キッズコーナー完備、ドリンクサービス、お菓子・キャンディー・ノベルティー等プレゼント 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・277 店舗 

 ・86 社 

 ・認証カードなし 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：企業・店舗の協賛は 1,500 店舗を目標に

していたが、事業開始後 4 ヶ月で 1,700 店舗を

超える協賛を得ている。また、商工会、商店街

等の一体的な取組みも見られる。 

 協賛店情報は、県のホームページのほか、県

内のおでかけスポット（レジャー、ショッピン

グ施設等）の情報をまとめた「やまがた子育て

応援マップ」（冊子・HP）にも掲載する予定。 

カード配布の対象は、特に子育ての負担感が大

きいと思われる未就学児のいる世帯（妊娠中の

方を含む。）としており、子ども連れでなくとも

祖父母など世帯員全員が利用可能である。

やまがた子育て応援パスポート事業 
（山形県）開始時期：平成19年10月1日 
 
所管課：山形県女性青少年政策室少子化対策担当 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：7,194千円 
支出内訳 ：旅費等（協賛依頼企業訪問、市町村説明）686/一般需要費
（パスポートカード作成、協賛募集チラシ等作成）2,981/役務費（協賛募
集新聞広告、各郵送料）999/委託費（協賛店検索システム構築）500/人
件費（専任嘱託職員採用）2,028（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 商工中金など連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の情報（所在・サ
ービス内容等）を掲載 

• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に事業内容等の情報を掲載 
• 新聞/雑誌に広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 

ロイヤルネットワーク㈱：パスポートカード提示でクリーニング代 30％ＯＦＦ（ジュータン、着物などの特殊品除く） 

日本公文教育研究会（山形事務局）：『えほんだいすき！～よみきかせガイド～』プレゼント 

有限会社京都屋：クリーニング料金定価より 5％割引きします 

㈱山形銀行：ローンの金利優遇 

㈱荘内銀行：ローン、定期積金の金利優遇 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・未就学児 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,715 店舗 

 ・580 社 

 ・市町村で配付 

  

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

  ※やまがた子育て応援マップは準備中 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗 PR 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

郵送、幼稚園・保育園を通じた

配付など市町村により異なる 
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特徴：県と市町村の共同事業として実施。市町

村を通じて 18 歳未満の子どもがいる世帯にパ

スポートカード（愛称「ファミたんカード」）を

交付し、県が協賛店を募集、協賛店でカードを

提示するとさまざまなサービスを受けることが

できるもの。 

 協賛店の募集に当たっては、商工会議所、商

工会等の商工団体の協力が非常に大きかった。 

 

福島子育て応援パスポート事業 
（福島県）開始時期：平成19年12月1日 
 
所管課：福島県保健福祉部保健福祉総務領域 
     少子高齢社会対策グループ 
事務局：上記所管課 
 
予算額：26,297千円 
支出内訳 ：新聞広告 /カード、協賛ガイドブック、チラシ /愛称募集
（賞金・表彰など）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• 商工会議所、商工会等の商工団体を通じた募集
• 職員が事業者へ直接働きかけ 
• 利用者へ配付する「協賛店ガイドブック」に掲載
する等のインセンティブ 

• 新聞/雑誌を通じた募集 
• 行政の広報誌を通じた募集 
• インターネット HP での募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へポスターの掲示 

認知拡大のための取組 

 
銀行：預金金利 1.0％上乗せ、融資金利 0.3％優遇（住宅・消費者ローン） 

学習塾：無料受講体験 

カメラプリント販売店：プリント 500 円毎に 1 ポイントサービス 

ガソリンスタンド：ガソリン・軽油 1ℓ当たり 5 円引き。 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・その他のサービス 

・お店の PR 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・2,211 店舗 

 ・1,352 社 

 ・市町村窓口へ申請 

 ・郵送 ・学校/園で配布 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 



 

 
 

5

 
特徴：原則としてカードは市町村窓口で交付し

ているが、制度の普及を図るため、制度開始時

のみ、認可保育所、幼稚園、学校等を通じて配

布した。 

 当制度の専用ホームページは、携帯電話から

の協賛店舗の検索・登録が可能。カード裏面に

は QR コードを掲載し、携帯電話からの利用を
しやすくしている。また、メールマガジンによ

り協賛店舗追加情報等の発信も行っている。 

 協賛店舗に対しては、ステッカーやポスター

の提供の他、カードデザインや知事コメントを

提供し、協賛店舗独自の PR に活用してもらっ
ている。 

いばらき子育て家庭優待制度 
（茨城県）開始時期：平成19年10月21日 
 
所管課：茨城県保健福祉部子ども家庭課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：9,925千円 
支出内訳：印刷製本費（カード，ポスター等）6,700/委託料（HP製作
管理）2,774 /通信運搬費他451（単位：千円） 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• イベント場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 「県民育児の日」「家庭の日」等の啓発やイベント
による告示 

• NPO 等のネットワークを通じた広報 
• カードデータ、知事コメントの提供等、協賛店舗で
の積極的な広報活動を促進 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・2,118 店舗 

  

 ・市町村窓口で配布 

 ・開始時、学校等で配布 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・優待内容 

・URL/E-mail 

・駐車場の有無（台数） 

・紹介コメント 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
日本マクドナルド：チーズバーガーハッピーセット 350円  
カスミ（スーパー）：第 3日曜日 5%引き  
茨城県信用組合：全期間金利優遇住宅ローン（子供 2人以上限定）  
クリーニング専科：子供服又は学生服 1点につき 1スタンプサービス 

店舗数の多い主なチェーン店など 

協賛店舗を示すステッカー 
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特徴：対象世帯に配布される「とちぎ笑顔つぎ

つぎカード」の提示により、協賛店舗の割引・

特典サービスを受けることができる。 

 子ども 3 人以上の多子世帯は、よりグレード

の高いサービスを受けることのできるゴールド

サービス制度もある。 

 県民の事業への参画意識を高めるためにも、

協賛店舗に「とちぎ子育て応援貯金箱」を配布

し、当事業への募金のお願いをしている。 

とちぎ子育て家族応援事業 
（栃木県）開始時期：平成20年1月 
 
所管課：栃木県保健福祉部こども政策課 
 
事務局：（財）とちぎ青少年こども財団とちぎ未来担当 
 
予算額：29,930千円 
支 出 内 訳 ： 該 当 世 帯 募 集 経 費 25,923/協 力 店 募 集 経 費
2,125/募集広報費 1,882（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 新聞社などサポート企業の協力による募集 
• 広報誌への協賛店舗の掲載等のインセンティブ
の付与 

• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスター（プレート）の配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 広告誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へポスターの掲示 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,583 店舗 

  

 ・学校/園で配布 

 ・市町窓口で配布 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・割引/特典の内容 

・ゴールドサービスの有無/内容 

・URL/E-mail 

・紹介コメント 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 

日本マクドナルド：チーズバーガーハッピーセット（\350）。 

日本公文教育研究会：家庭教育の参考となる冊子の進呈等。 

株式会社コジマ：キッズ用 PC・携帯電話の特別割引等。 

足利銀行：（ゴールドサービス）“あしぎんポイントサービス”による対象商品の金利優遇幅を算出する際に 20 ポイント

を加算（新規に対象商品を借り入れたお客様を対象）。 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：「ぐーちょき」パスポートという工夫を凝

らしたネーミングが印象的。 

 協賛店舗の一覧を掲載した「ぐーちょき通信」

1 号を 2008 年 1 月に、2 号を 4 月に発行し、今

後も年に数回発行予定。 

 ホームページでは、地図情報サービス(Google

マップ)と連携し協賛店舗の立地を地図上に表

示させている。 

ぐんまちょい得キッズパスポート事業 
（群馬県）開始時期：平成19年11月18日   
 
所管課：群馬県健康福祉課こども未来室 
(※平成20年4月より群馬県生活文化部少子化・青少年課へ名称変更)  
事務局：上記所管課 
 
予算額：4,503千円 
支出内訳：消耗品費1,879/印刷製本費2,271/委託費353（単位：千円） 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• イベント場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 広報誌への協賛店舗の掲載等のインセンティブ
の付与 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 

群馬銀行：マイカーローンの金利を店頭金利から年 0.8%優遇 

マルエドラッグ：毎週火曜日、優待カード提示で税込 2,000 円以上購入の場合ポイント 2 倍プレゼント！ 

フレッセイ：ポイントカード会員を対象に、毎月第 1土曜日一部対象商品を除き 5%引き 

おおぎやフーズ：餃子無料券をプレゼント 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・中学生以下 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,201 店舗 

 ・547 社 

 ・窓口へ申請 

 ・学校/園で配布 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・マップ表示 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：協賛店舗数が 5 千店舗を超え、全国で最

も協賛店舗数が多い。県庁職員がチェーン店を

訪問し協賛を依頼し、市町村が地域の店舗へ協

賛をお願いするという役割分担を行っている。 

 協賛店舗を拡大し事業や協賛店舗の認知度を

高めるために「パパ・ママ応援ショップ拡大促

進事業」を実施している。商工団体や NPO 等か

ら事業内容の提案を受け、優秀な企画を提出し

た団体に事業を委託した。 

「パパ・ママ応援ショップ」事業 
（埼玉県）開始時期：平成19年5月（平成19年11月：県内全市町村で実施）

※実施体制の整った市町村から順次開始

所管課：埼玉県福祉部少子政策課 

事務局：上記所管課／市町 

予算額：12,718千円 
支出内訳 ：需用費 （チラシの印刷等 ）11,458/委託料 （HPの管
理運営 ）1,260（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報紙を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• イベントを通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 
• パパ・ママ応援ショップ拡大促進事業の実施 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカー配布 
• 協賛店舗へポスター配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報紙等による周知 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 遊園地とタイアップしたイベントによる PR 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 
• パパ・ママ応援ショップ拡大促進事業の実施 

認知拡大のための取組 

 
日本マクドナルド㈱：チーズバーガーハッピーセット 350円、マックカフェで購入すると S ドリンクサービス 
山田食品産業㈱：子供ひとりにつき 100円割引券を 1枚進呈 
㈱富士薬品：1,000円以上購入すると 1ポイントプレゼント 
㈱埼玉りそな銀行：住宅ローン金利 1.1%優遇、通帳ケースプレゼント

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・中学生以下 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・5,527 店舗 

 

 ・市町村を通じて配布 

 ・学校/園で配布 等 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

企業名・事業所名検索 

キーワード入力 

あり■ 

あり■ 

なし□ 

なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 
※NPOの協力による地図情報サイトを設置 

検索結果に表示される内容 
・特典（協賛開始日） 

・PR 

・URL/E-mail 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：毎月第 3 日曜日から始まる 1 週間「とや

ま家族ふれあいウィーク」を中心とした制度（特

定期間を設けずにいつでも実施している協賛店

舗等もある）。 

毎月第 3 日曜日の直前にメールマガジンを配信

し、協賛店舗の紹介や子どもの遊び場の紹介を

行っている。 

岐阜県と連携し相互利用が可能。 

ステッカー、ポスター等はすべて単色カラー（ピ

ンク）で印刷。コストを抑えつつ目につきやす

い工夫をしている。 

とやま子育て応援団 
（富山県）開始時期：平成18年10月  
 
所管課：富山県知事政策室 

少子化対策・子育て支援担当 
事務局：上記所管課 
 
予算額：5,168千円 

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 都道府県職員および事業者団体による開拓 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配付 
• 協賛店舗へポスターの配付 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 「県民家庭の日」等の制定やイベントによる告知 

認知拡大のための取組 

 

ローソン：毎月第 3日曜日から 1週間オリジナル牛乳 1（1L）50 円引き。 

ジャスコ SC：とやま子育て応援団スタンプカードに押印。12 個でトップバリュー商品と交換。 

ココス：飲食代金 5％OFF。 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 

 ・2,067 店舗 

  

 ・HP からダウンロード 

 ・学校/園で配付 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・特典サービスの種類 

・URL  

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴： 18 歳未満 3 人以上という多子世帯支援

の制度。協賛店舗から協賛金（年間 5 千円）を

徴収し、協賛店舗の掲載されている詳細なガイ

ドブックを作成、配布している。 

 対象世帯から特派員を募集し、協賛店舗のレ

ポートを掲載したブログを公開するなど、多く

の工夫を行っている。協賛店のレシートを集め

て応募すると、子育て世帯以外でもプレゼント

が当たるキャンペーンなども展開。 

プレミアム・パスポート事業 
（石川県）開始時期：平成18年1月1日 
 
所管課：石川県健康福祉部少子化対策監室 

子ども政策課 
事務局：財団法人いしかわ子育て支援財団 

予算額：17,405千円（内民間支出：11,000千円） 
支出内訳：総務費 884/普及啓発費 552/パスポート発行費 5,200/
情報誌作成費 6,400/パンフレット等作成費 2,400/役務費 1,969
（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• イベント場で募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 広報誌への協賛店舗の掲載等のインセンティブ
の付与 

• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載 

• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用カ
タログを配布 

• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• スタンプラリー等の実施 
• 「県民育児の日」の制定やイベントによる告示 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 3人以上 

 

 ・1,925 店舗 

 ・1,417 社 

 ・申請方式 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 

・特典 

・URL/E-mail 

・店舗の写真 

・店舗の紹介 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
㈱東京ストアー：ポインﾄ 5倍   
㈱八幡：全商品 5%引き   
㈱クスリのアオキ：1,000円購入で 10ポイント進呈 
イオン株式会社：購入毎にスタンプ押印 スタンプ 12個貯まるとトップバリュ商品プレゼント 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：平成 20 年 3 月 1 日から実施。18 歳未満

の子どもが 3 人以上の世帯へカードを配布。協

賛企業は 1 店舗ごとに 5,000 円の協賛金を負担

する。 

 協賛店舗の位置を表示した地図や特典内容を

記載したガイドブックを作成。ガイドブックへ

の広告出稿などのサポーター企業も募集してい

る。 

 また、当事業とともに、小さな子どもを連れ

た方や妊娠中の方を見かけたら、電車やバスで

席を譲ったり、ベビーカーでの段差の上り下り

を手助けしたりする、「ママ・ファースト運動」

を推進しており、当事業もこの一環として実施。 

２００８すまいるＦカード事業 
（福井県）開始時期：平成20年3月1日   
 
所管課：福井県健康福祉部子ども家庭課 
 
事務局：ふくいウェルフェア事業実行委員会 
 
予算額：7,250千円（内民間支出：2,500千円） 
支出内訳：印刷費（ガイドブック、カード等 ）3,400/郵便費 1,400/
委託料（協賛店検索）1,400/消耗品他 1,050（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員による開拓 
• 商工会議所等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の位置がわかる
マップを掲載 

• 支援対象家庭に協賛店の掲載されているガイド
ブックを配布 

• 新聞/雑誌等に広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 

JA バンク：定期預金・住宅ローンの金利優遇 

ヤマザキグループ（ファッションプラザ）：全品 5％割引 

ユニー：お買い上げ毎にスタンプを１個押印（20 個貯まると直営レジにて 100 円引きクーポン券進呈） 

ココス：飲食代金の 5％引き 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 3人以上 

  

 ・700 店舗 

  

 ・事務局へ申込み 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり■ なし□ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・ママ・ファースト運動の取組 

・URL 

・周辺地図 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 



 

 
 

12

 
特徴：対象世帯を、子供が 3 人以上としている

点は石川県などと同じ。ただし協賛金はなし。

携帯電話用のサイトを開設し、どこでも協賛店

舗の検索ができるようにしている。 

 当事業とは別に「子育てママが調べたバリア

フリーマップ」をホームページに掲載。ベビー

カーや車いすで利用できるトイレ、おむつの交

換場所や授乳室、出入り口のフラット対応など

の情報を掲載、「子育てママからのコメント」と

して利用者の感想も掲載している。 

やまなし子育て応援カード事業 
（山梨県）開始時期：平成18年10月1日 
 
所管課：山梨県福祉保健部児童家庭課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：410千円 
支出内訳 ：印刷製本費 410（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組 

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 携帯電話からの協賛店舗検索 

認知拡大のための取組 

 

山梨中央銀行：個人ローン金利の優遇。 

公文式：数字の表・冊子「生きる力」などお役立ちツールをプレゼント。 

オギノ：毎週土日ポイント 5 倍サービス。 

NTT ドコモ：携帯電話の新規契約又は機種変更の際に店頭価格から最大 1,000 円の割引 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 3人以上 

  

 ・1,600 店舗 

 ・1,028 社 

 ・市町村窓口で申請 

 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・URL 

・店舗の写真 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 
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特徴：協賛店舗へは、割引やポイント優遇など

の「特典サービス」のみならず、託児サービス

などの「応援サービス」の提供もお願いしてい

る。協賛店舗の開拓は県下の各商工会議所、各

商工会の協力を得て実施している。配布するカ

ードにはすべて通し番号を付けるなど、カード

の管理にも気を配っている。 

 対象世帯へカード交付時に配布するガイドブ

ック（協賛店舗を掲載した冊子）に、アンケー

ト票を付け、利用者の利用の実態や要望の把握

に努めている。このアンケートには、協賛して

ほしい店舗等も具体的記入してもらい、協賛店

舗を勧誘する資料としても活用している。 

岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業 
（岐阜県）開始時期：平成18年8月1日 
 
所管課：岐阜県総合企画部総合政策課 

少子化対策担当 
事務局：上記所管課 

予算額：5,000千円 
支出内訳：旅費 149/消耗品費 100/印刷製本費 181/役務費 365
（単位：千円）  

協賛店舗を示すステッカー 

  
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ・ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• NPO の協力による募集 
• 直接企業への勧誘 

協賛店舗拡大のための取組 

   
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• チラシやリーフレットの配布 
• 支援対象家庭に協賛店の掲載されている専用
カタログを配布 

• 広報誌等に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設や駅等へポスターの掲示 
• NPO 等のネットワークを通じた広報 

認知拡大のための取組 

 ・18 歳未満 1人以上 

  

 ・1,924 店舗 

 ・450 社 

 ・県市町村窓口及び県振興局

 ・事務所窓口 へ申請 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・店舗の紹介/特典/応援 

・URL/E-mail 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 
日本マクドナルド：ハッピーセット（チキンマックナゲットセット、チーズバーガーセット）350円 
アピタ･ユニー：衣料品・住まいの品・食料品の直営レジでご精算毎にスタンプを押印（20個で100円引クーポン券として使用可） 
ジャスコ：ベビー用品、子ども衣料をレジにて 5%引き（毎月 11日）  
ローソン：毎週火曜日オリジナル牛乳 30円引き 

店舗数の多い主なチェーン店など 
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特徴：事業目的に、子育て家庭を支援する気運

の醸成、子育て家庭の安心感の醸成とともに、

子どもと保護者とのふれあいを深める機会の提

供を掲げており、子供同伴を条件にしている。 

地域でのふれあいを目標にしているため、地域

の商店街からの協賛に力点をおいている。 

利用者と協賛店舗、県、市町が参加したタウ

ンミーティングを年 4～5回開催し、当事業の利

用実態や改善点を討議している。 

 全県実施が開始された平成 19 年 10 月を中心

に PR を強化、一般紙 4紙に掲載された他、ラジ

オやケーブルテレビ、広報紙等で PR。子育て情

報誌に特集記事が掲載されている。 

「しずおか子育て優待カード」事業 
（静岡県） 開始時期：平成18年4月   
 
所管課：静岡県企画部企画監（調整・少子化対策担当） 
（※平成20年4月より静岡県調整室（少子化対策担当）へ名称変更) 
事務局：上記所管課／各市町 
 
予算額：1,850千円 
支出内訳 ：カード、ポスター、ステッカー等印刷1,750/バナー広告等
100（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 

   
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 街頭ポスター等による募集 
• 商工会等を通じた募集 

協賛店舗拡大のための取組

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• 協賛店舗へポスターの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• インターネットサイトに協賛店舗の配置のわかる
マップを掲載（一部市町） 

• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に広告を掲載 
• 新聞/雑誌に広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 公共施設等へポスターの掲示 

認知拡大のための取組 

 

浜松信用金庫：子ども名義の普通預金を新規契約すると図書券 500 円分進呈 

しずおか信用金庫：定期積金加入で預入金利に＋0.2%の金利優遇  

コープしずおか：1,000 円以上購入で 10 ポイント進呈（タバコ、テナント、カタログは除く）  

ユーストア：子供服（男児、女児）、ベビー用品をレジにて 5%引き（毎週火曜日） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・4,277 店舗 

 ・窓口へ申請・郵送 

 ・学校/園で配布 

 ・子供同伴時にのみ可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗の検索機能 

エリア別検索 あり□ なし■ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

※携帯サイトでは、エリア（市町）検索可能 
エリア別『協賛店舗・施設（PDF ファイル）』のダウンロ

ードにより表示 

検索結果に表示される内容 

・カテゴリー 
・サービスの内容 

・住所/電話 等

協賛店舗等の情報 
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特徴：名古屋市、豊川市、春日井市で事業が実

施されている。一宮市が平成 20 年 3 月から開始

し、順次実施市町村が拡大する予定。 

愛知県の優待カードの名称は「はぐみんカー

ド」。愛知県の子育て応援マスコットキャラクタ

ーをあしらったデザインになっている（名古屋

市は別デザイン）。 

平成20年4月以降の開始予定市町村は次の通

り。安城市、大府市、高浜市、東浦市、一色町、

吉良町（以上 4 月）、刈谷市（5 月）、半田市、

西尾市、蒲郡市、小牧市、豊明市、日進市、清

須市（以上 6 月）、岡崎市、幡豆町（7 月）、豊

橋市、北名古屋市（8月）。 

子育て家庭優待事業 
（愛知県）開始時期：平成19年10月1日 
 
所管課：愛知県健康福祉部子育て支援課 
 
事務局：上記所管課 
 
予算額：8,500千円 
支出内訳 ：報償費 175/旅費 1,255/需用費 5,156/委託料 900/
役務費 1,014（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー（※名古屋市は別デザイン） 

     
• インターネットサイトでの募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた募集 
• 新聞/雑誌を通じた募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた募集 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 
• 商工会等を通じた募集 
• 商工中金等と連携した金利の優遇策 

協賛店舗拡大のための取組

  
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• インターネットサイトに協賛店舗の一覧を掲載 
• メールマガジンによる情報発信 
• チラシやリーフレットの配布 
• 広報誌等に協賛店の一覧や広告を掲載 
• 新聞/雑誌に協賛店舗の一覧や広告を掲載 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 

吉野家：18 歳未満のお子様に生野菜サラダ 1個サービス（毎月第 3日曜日・店内飲食限定） 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 

協賛店舗等の検索機能（※名古屋市は検索あり） 

エリア別検索 あり□ なし■ 

カテゴリー別検索 あり□ なし■ 

エリア×カテゴリー あり□ なし■ 

キーワード入力 あり□ なし■ 

所在地マップ あり□ なし■ 

『はぐみん優待ショップ一覧（PDF ファイル）』の各

市町村毎のダウンロードにより表示 

優待ショップ一覧に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・サービスの内容 

・店舗紹介（PR） 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・1,089 店舗 

 ・95 商店街 

 ・学校/園で配布 

 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 
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特徴：子育て応援・関西キャンペーンと連携して

実施。子ども・子育て家庭を応援する企業や地域

の子育て支援団体が知恵や資源を持ち寄り、パー

トナーとして連携・協力する場として「みえ次世

代育成応援ネットワーク」が発足（平成18年6月）。

「子育て応援！マッチングシステム」（子育て支援

団体などが活動を進めるうえで必要な「モノ」や

「サービス」を、みえ次世代育成応援ネットワー

ク会員企業が提供するシステム）の運用やイベン

ト等を実施している。また、ＦＭ三重で毎週 5 分

間の子育て関連の情報を発信する番組を放送。協

賛企業の募集や協賛企業の紹介、事業の認知度向

上に役立てている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• インターネットサイトでの協賛店舗の募集 
• 協賛店舗等募集のチラシの配布 
• 広報誌を通じた協賛店舗等の募集 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 
• 都道府県職員および市区町村職員による開拓 

協賛店舗拡大のための取組 

 
• 協賛店舗へステッカーの配布 
• チラシやリーフレットの配布 
• テレビ/ラジオ等を通じた広告や PR 

認知拡大のための取組 

 

マックスバリュ中部：お客様感謝デーにてベビー用品等のお買い得商品の案内 

ファミリーマート：ミルクのお湯等のサービス 

百五銀行：0.5％の金利優遇 

マクドナルド：チーズバーガーハッピーセット、チキンマックナゲットハッピーセット 350 円 

店舗数の多い主なチェーン店など 

 ・18 歳未満 1人以上 

 ・妊娠中含む 

 ・753 店舗 

 ・134 社 

 ・携帯サイトで登録 

 ・ダウンロード 

 ・大人のみでも可 

対象世帯 

協賛店舗 

カード等

配布方法 

保護者の

利用 

 

協賛店舗等の検索機能 

エリア別検索 あり■ なし□ 

カテゴリー別検索 あり■ なし□ 

エリア×カテゴリー あり■ なし□ 

キーワード入力 あり■ なし□ 

所在地マップ あり□ なし■ 

検索結果に表示される内容 
・サービスの種類/カテゴリー 

・応援メッセージ 

・自社の従業員への子育て支援 

・次世代育成を応援する地域貢献 

・住所/電話 等 

協賛店舗等の情報 

三重県子育て家庭応援事業 
（三重県）開始時期：平成19年12月17日 
 
所管課：三重県健康福祉部こども家庭室次世代育成推進担当 
（※平成20年度より三重県健康福祉部こども局こども未来室へ名称変更）
事務局：上記所管課 
 
予算額：7,969千円 
支 出 内 訳 ：委 託 料 4,678/印 刷 製 本 費 1,582/通 信 運 搬 費
1,429/旅費 280（単位 ：千円 ）  

協賛店舗を示すステッカー 


